ishwish
ishwish は宇宙からのバイブレーションを即興演奏することで、リスナーを宇宙、異
なった時空間や次元への旅に導くことを意図しています。すべてはあなたから始ま
り、あなたで終わるのです。心が安らぎ、意識が高まり、意識と宇宙がつながる
ishwish のサウンドバイブレーションをお楽しみください。

Remember - リメンバー(2007)

¥2,500

DNA の奥深くに眠っていた太古の記憶が甦ります。
クリストファーの CD の中で、唯一女性の歌声が入っている音楽性
のある CD です。初めての方にお勧めです。

The Gates Of Dawn - ゲーツ・オブ・ドーン(2009)

¥2,500

Meditations - メディテーションズ (2010)

¥2,500

ishwish CD セット

¥7,000

広大な宇宙のサウンドが意識の目覚めを促します。まるで宇宙の新
しい扉が開かれるようにいざなわれます。

魂と宇宙が共鳴し合うサウンドコラージュが深い瞑想へと導きます。
瞑想は意識に通じる道です。宇宙での瞑想をお楽しみ下さい。

『Remember』『The Gates Of Dawn』『Meditations』
一つ聴くと、他の CD も聴きたくなるでしょう！
ishwish（イシュウィシュ）の CD をセットでご購入いただくとお買
い得です。

Heart Sutra by Christopher Currell (2010)

¥2,500

「Heart Sutra（ハートスートラ）」は般若心経の英訳です。京都大
徳寺塔頭龍泉庵の松濤諦雲住職による読経とエレクトロニック音楽
の見事なコラボレーション。幻想的でありながらテンポよくエネル
ギーに満ちています！！

Garden of Zoe (2013)

¥2,500

「ガーデン・オブ・ゾー」は、空間の調和と浄化のためのオーディ
オバイブレーションです。リビングやサロンなど、人々が集まると
ころで BGM として流したり、瞑想前の場の浄化・調和にお勧めで
す。また、人々が去った後に流すことで、その場のバイブレーショ
ンを瞬時にクレンジングします。

Garden of Aeon (2014)

¥2,500

「ガーデン・オブ・イーオン」は、スピリットのバイブレーション
を浄化・調和し高めるために構成されています。また、瞑想やリラ
クセーションに適した環境を作り出します。睡眠中に BGM として
流すことで、寝ている間にスピリットのバイブレーションを整えま
す。

Garden of Vis (2016)

¥2,500

「ガーデン・オブ・ヴィス」は、さまざまな活動のバックグラウン
ドに、クリーンなエネルギーを作り出すのに使用できます。また活
気のある職場に適した素晴らしいポジティブなバイブレーションも
作り出します。＊Vis (ラテン語) - パワー・勢い。強さ・活動力・
エネルギー・徳の意味も含まれる。

Garden シリーズ CD セット

¥7,000

『Garden of Zoe』『Garden of Aeon』『Garden of Vis』
BGM として静かな音量で聴いていただくことをお勧めします。
ショップやサロンをお持ちの方、出張でホテルに滞在する方、また
イベント会場や職場などさまざまなシーンで、場の浄化・調和、ポ
ジティブでクリーンなエネルギーを作り出すのにお使いください。

カレル エフェクト

Harmonic Resonance of the Quantum Potential
量子ポテン シャルのハーモニ ック共鳴

トランスフォーメーション・ツールズが提供するカレルエフェクトのセッションは、
意識拡張を促すとてもパワフルなサウンドのセッションです。クリストファー・カ
レルが創り出すサウンドバイブレーションのハーモニック共鳴により、リスナーが
宇宙と繋がり、異なった時空間や次元への旅を体験します。
CD は、ご自分でセッションを体験できるような構成になっています。私たちが提供
するカレルエフェクトのセッションを受ける前の調整と準備、また瞑想や意識拡張
を促すきっかけに聴くことをお勧めします。
ボリューム１とボリューム２は、バイブレーションの周波数が違います。ご自分で
ピンと響く CD をジャケットの色を参考にお選び、なるべく暗く静かなお部屋でヘ
ッドフォンを使ってお聴きください。

Currell Effect CD
Volume One - Disk I, Disk II, Disk III, Disk IV

Volume Two - Disk I, Disk II, Disk III, Disk IV

各¥3,500

Currell Effect CD セット（アイマスク付き）
Volume One - Disk I~IV 4 枚組セット

各¥12,500

Volume Two - Disk I~IV 4 枚組セット

CE アイマスク

¥500

視覚情報を閉ざすことで音の体験がより効果的になります。

CE Book
『カレルエフェクト：量子ポテンシャルのハーモニック共鳴』
クリストファー・カレル著

¥3,850

カレルエフェクトの理論とテクノロジー
のみではなく、観測不可能なハイパース
ペースの仕組みを解説することで、スピ
リット・意識が物質世界にどのようにも
のごとを顕すのかを説明します。実はこ
れがまさにカレルエフェクトのメカニズ
ムなのです！サウンド、音楽、スピリチ
ュアル、科学、見えない世界に興味があ
るかたにとってエキサイティングな情報
が満載です。高度な量子物理学をベースに、カラーイラストを使って明確に説明し
ています。

Hodosology Book
『What Is Hodosology? 〜 ホドソロジーとは』
クリストファー・カレル著

¥2,050

「ホドソロジー」とは、クリストファー
が提供している情報の総称で、スピリッ
ト自身、スピリットと宇宙・ユニバース、
スピリットと他の生命との関係性を取り
扱い研究したものです。この本は、ホド
ソロジーの概要となるため、比較的わか
りやすく、スピリチュアルな進化と向上
を望む人にとっては興味深く読んでいた
だける内容です。

〜〜〜〜〜〜〜
全 CD コレクション・スペシャル

¥34,800

クリストファー・カレルの全 CD コレクションを、30%OFF の
スペシャル価格でご購入いただけます。
コレクションセットには下記が含まれます。
ishwish: “Remember”, “The Gates of Dawn”, “Meditations”
Christopher Currell: “Heart Sutra”, “Garden of Zoe”, “Garden of
Aeon”, “Garden of Vis”
Plenum Void: “Cosmic Cafe”
カレルエフェクト: “Currell Effect Vol. One Disk 1~4”, “Currell
Effect Vol. Two Disk 1~4”
全 15 枚（CE アイマスク 2 個）

Transformation Tools - http://transformation.ishwish.net
ショップ - http://audiocybernetic.cart.fc2.com
お問合せ - shop@audiocybernetics.com / 050-5806-9770

Plenum Void
The 'nothingness' which holds the potential of all things
『無』には万物の可能性が存在している

Christopher Currell
《Plenum Void ~ プレナム・ヴォイド》とは：
プレナムとは「物質で充満した空間」、ヴォイドとは「物質が全く無い空間」を意
味します。全ての可能性が潜んでいる何もない空間、『無からの創造』をテーマと
しているクリストファー・カレルの音楽プロジェクトです。
2011 年に音楽を使って若い世代を宇宙意識へと繋げることを目的とした Plenum
Void プロジェクトを開始するとともに、コンサートを 2 回開催しました。2012 年か
らクリストファーは、人々の意識を高めるサウンドセッション《カレルエフェク
ト》の開発と開催に力を注ぎ、カレルエフェクトは今現在も順調に進んでいます。
そこで、2019 年に再び Plenum Void のプロジェクトを再開することにしました！
作品全体にリズムとグルーブがありながら宇宙的な要素が漂っている、Plenum Void
のエレクトロニックミュージックをとおして、若者やハート若々しい人々にポジテ
ィブなメッセージが伝わり、ワクワクするようなインスピレーションが湧くことを
願っています。
＊2011 年のコンサートのために限定発売し完売している Plenum Void の CD を、
2019 年に正式にリリースします！

“Cosmic Cafe ~コズミック・カフェ” - Plenum Void (2019)

¥2,500

2011 年 7 月 14 日のプレナム・ヴォイド京都コンサートを記念して
100 枚限定 CD をリリースし、コンサート終了後に完売しました。
プレナム・ヴォイドの音楽活動を 8 年振りに再開するにあたり、限
定盤としてリリースした CD を 2019 年 8 月に正式にリリースしま
す。宇宙の要素が漂うリズムとグルーブのある、ハイエネルギーの
エレクトロニック・ミュージックをお楽しみください。
Plenum Void Website: http://www.plenumvoid.com

